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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 124,704 153,482 182,776 264,832 330,345

経常利益 (百万円) 43,670 60,682 73,991 89,997 124,773

中間(当期)純利益 (百万円) 26,102 37,605 43,774 57,313 75,764

純資産額 (百万円) 656,723 712,752 723,658 673,686 679,008

総資産額 (百万円) 736,128 802,270 840,571 758,650 799,575

１株当たり純資産額 (円) 2,929.05 3,179.66 3,378.37 3,004.04 3,167.70

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 116.41 167.75 204.33 254.62 339.09

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 89.2 88.9 86.1 88.8 84.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 24,520 27,101 37,295 62,027 72,096

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △4,300 △8,565 △6,795 △12,526 △28,585

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,688 △2,851 △7,315 △5,351 △76,324

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 390,850 433,249 417,386 411,997 391,082

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
3,767 
[485]

4,084
[821]

4,549
[1,139]

3,788 
[599]

4,369
[946]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 100,683 123,014 140,278 207,623 258,693

経常利益 (百万円) 34,545 48,606 57,818 72,591 104,012

中間(当期)純利益 (百万円) 20,584 30,141 35,953 44,309 64,559

資本金 (百万円) 69,014 69,014 69,014 69,014 69,014

発行済株式総数 (千株) 239,508 239,508 239,508 239,508 239,508

純資産額 (百万円) 610,678 658,876 650,463 631,897 620,569

総資産額 (百万円) 662,942 719,611 714,448 689,344 688,712

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 11 14 31 23 45

自己資本比率 (％) 92.1 91.6 91.0 91.7 90.1

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
1,903 
[305]

1,792
[476]

1,909
[685]

1,736 
[340]

1,795
[536]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において新規に連結子会社となった会社は、以下のとおりです。 

(1) 連結子会社 

  

（注）FANUC ROBOMACHINE DEUTSCHLAND GmbHは、当社が100％出資しているFANUC ROBOMACHINE EUROPE SALES GmbHの100％子会社です。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

① ファナック本社 

  

② 連結子会社の労働組合 

連結子会社のうち、労働組合組織が存在するのは、ファナック パートロニクス株式会社のみです。 

なお、GE Fanuc Automation CNC Europe S.A.については、組合組織は社内にはありませんが、労働組合員が社

内におります。詳細は以下のとおりです。 

  

(イ) ファナックパートロニクス株式会社 

名称 住所 資本金
主要な事業
内容 

議決権の
所有割合 
(％) 

関係内容 

FANUC ROBOMACHINE 
DEUTSCHLAND GmbH 

ドイツ バーデンブル
テンブルグ州 

千ユーロ
  

10,000 

ドイツにおけるワイ
ヤカット放電加工機
の販売および保守サ
ービス 

（注）
当社製品の販売・保守サー
ビス 
役員の兼任なし。 

事業の部門別名称 従業員数(人)

ＦＡ部門 1,898 [443] 

ロボット部門 1,435 [321] 

ロボマシン部門 551 [235] 

その他 665 [140] 

合計 4,549 [1,139] 

従業員数(人) 1,909 [685] 

(名称) ファナック労働組合 

(組合員数) 1,191 名 

(組合の状況) 当社の労働組合は全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟

し、極めて穏健着実であり、会社とは健全な労使関係を維持しております。



    労働組合名： ファナックパートロニクス労働組合 

    組合員数 ： 43名 

    思想状況 ： 極めて穏健着実にて、健全な労使関係を維持 

    上部組織 ： 無所属 

  

(ロ) GE Fanuc Automation CNC Europe S.A. 

    150名以上の会社において法律で設置が定められている混成委員会の社員側代表には、業種毎に横断的

に組織されている労働組合に加入している社員が入っております。なお、同社が所在するルクセンブ

ルグは、全体的に協調的な労使関係にある国です。 

  

  



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

  

当中間期におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が増加するなど、緩やかな回復を続けました。 

海外につきましても、アジアでは、中国、インドでの経済成長が続くとともに、台湾、韓国では堅調を持続しまし

た。また、米国、ヨーロッパでも緩やかに景気が回復してきました。 

このような状況において、当社は引き続き研究開発における各種商品の「知能化」および「ネットワーク化」を進

め、より競争力の高い商品の開発に全力をあげ、また製造においては加工・組立の「ロボット化」を積極的に推進し

ました。さらに、全部門においてコストおよび経費の削減に引き続き努力しました。 

この結果、売上高は1,827億76百万円（対前年同期比19.1％増）、経常利益は739億91百万円（対前年同期比21.9％

増）、中間純利益は437億74百万円（対前年同期比16.4％増）となりました。 

  

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

１ 事業の種類別セグメント 

当社グループは、ＣＮＣシステムとその応用商品を提供する企業グループとして、単一セグメントの事業

を営んでおりますが、事業部門別の状況は以下のとおりです。 

  

〔ＦＡ部門〕 

日本の工作機械業界は、自動車産業、建設機械産業、デジタル家電産業、IT産業などの旺盛な設備投資に

より、引き続き好調を持続しました。 

海外におきましても、中国において高い経済成長率を背景としたCNC工作機械の需要が伸長し、台湾・韓国

においても欧米市場が回復したことによる輸出市場向け工作機械の需要増加に加え、中国向け輸出に対する

需要が急増しました。また、これまで比較的シェアが低かったヨーロッパにおいても、シェアを伸ばしてお

ります。  

これらの結果、ＦＡ部門におきましては、堅調な状況が続きました。 

ＦＡ部門の売上高は、968億98百万円（対前年同期比26.0％増）、全売上高に対する構成比は、53.0％とな

りました。 

  

〔ロボット部門〕 

国内におきましては、従来から好調であった自動車産業向けの売上が引き続き好調を持続いたしました。

これに加え、欧米市場において成功しているシステムインテグレータ販売を国内の一般産業分野向けに推進

し、この結果同市場における売上規模が大きく伸長いたしました。 

海外におきましても、欧米市場では引き続き自動車産業および一般産業の両市場とも好調で、アジア市場

では自動車産業を中心に急速にロボット化のニーズが進行しており売上が急増いたしました。 

これらの結果、ロボット部門におきましては、国内・海外ともに引き続き堅調でした。 

ロボット部門の売上高は、508億75百万円（対前年同期比20.0％増）、全売上高に対する構成比は、27.8％

となりました。 

  

〔ロボマシン部門〕 

ロボショット（電動射出成形機）につきましては、ＩＴ関連需要が本格的な回復に向かい、過去最高の水

準に戻りつつあります。 

ロボカット（ワイヤカット放電加工機）・ロボドリル（ＣＮＣドリル）につきましても、自動車関連およ

びＩＴ関連産業の需要が旺盛で、国内売上・海外売上ともに過去最高の水準で推移いたしました。 

この結果、ロボマシン部門の売上高は、350億2百万円（対前年同期比2.3％増）、全売上高に対する構成比

は、19.2％となりました。 

  

２ 所在地別セグメント 



ア「日本」 

売上高は1,446億95百万円（対前年同期比15.4％増）、営業利益は578億78百万円（対前年同期比22.8％

増）となりました。 

イ「アメリカ」 

売上高は312億88百万円（対前年同期比13.0％増）、営業利益は30億83百万円（対前年同期比27.6％増）

となりました。 

ウ「ヨーロッパ」 

売上高は295億60百万円（対前年同期比128.2％増）、営業利益は40億67百万円（対前年同期比126.4％

増）となりました。 

エ「アジア」 

売上高は319億51百万円（対前年同期比20.5％増）、営業利益は67億17百万円（対前年同期比39.8％増）

となりました。 

  

(注) 本半期報告書における売上高、受注高等の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

中間連結キャッシュ・フローについては、263億3百万円のプラスとなりましたが、これは主に営業活動によるキ

ャッシュフローによるものであり、この結果、現金および現金同等物の中間期末残高は4,173億86百万円となりまし

た。 

  
（各キャッシュ・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は、372億95百万円と、前年同期に比べ101億94百万円増加しました。これは、税金

等調整前中間純利益が増加したことが主な要因です。 

投資活動の結果使用した資金は、67億95百万円であり、前年同期に比べ17億70百万円減少しました。これは主に

有形固定資産の取得による支出です。  

財務活動の結果使用した資金は、73億15百万円であり、前年同期に比べ44億64百万円増加しております。これは

主に配当金の支払額の増加によるものです。 

  

  

  

  
  

  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 
  

(注) 生産高は、標準販売価格によっております。 

  

(2) 受注実績 
  

事業の部門別名称
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前年同期比(％) 

ＦＡ部門(百万円) 86,106 ＋ 13.8 

ロボット部門(百万円) 51,991 ＋ 24.5 

ロボマシン部門(百万円) 34,412 ＋ 4.6 

合計 172,510 ＋ 14.8 

当中間連結会計期間



  

(3) 販売実績 
  

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は、設計・開発の段階において高品質で低コストなものを設計しなければ、どんなに製造段階で改良を進めて

も競争力のある商品は生まれないという考え方にたち、創業以来研究開発を常に経営の基盤としております。当社で

は、全従業員の約３分の１が研究開発に従事しています。 

当社には10の研究所があり、そのうちＣＮＣ研究所、ソフトウェア研究所、ソフトウェア開発研究所、サーボ研究

所、ロボット研究所、ロボット開発研究所、ロボマシン研究所、ロボショット研究所、レーザ研究所におきまして

は、「知能化」、「超精密化」および「ネットワーク化」を図った高品質、高性能な競争力のある新商品を積極的に

開発し、市場に投入しています。また、基礎研究所では、次世代の商品化に使用する要素技術など、基礎技術の開発

に取り組んでいます。 

 当中間連結会計期間の研究開発費は、81億29百万円となっております。 

当中間連結会計期間における部門別の新商品の主な成果は以下のとおりです。 

  

①ＦＡ部門 

 機械加工の生産性を一層向上させるため、CNCとサーボモータの信頼性、性能、機能を向上させる研究開発を続け

るとともに、シンプルな工作機械から最先端の工作機械にいたるあらゆる工作機械に対応するための３つのＣＮＣシ

リーズにおいて、それぞれの特長をさらに強化する開発を進めました。 

  

FANUC Series 0i /0i Mate-MODEL C 
ＣＮＣの立ち上げや調整を容易にする機能やシンプルな対話入力機能の開発 

を行いました。 

  

FANUC Series 16i /18i /21i-MODEL B 
生産性を一層向上させるための機能開発を進めています。 

  

FANUC Series 30i /31i /32i-MODEL A 

事業の部門別名称
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日) 

前年同期比(％) 

ＦＡ部門(百万円) 98,863 ＋ 26.0 

ロボット部門(百万円) 56,218 ＋ 5.0 

ロボマシン部門(百万円) 36,764 ＋ 4.2 

合計 191,847 ＋ 6.2 

事業の部門別名称
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前年同期比(％) 

ＦＡ部門(百万円) 96,898 ＋ 26.0 

ロボット部門(百万円) 50,875 ＋ 20.0 

ロボマシン部門(百万円) 35,002 ＋ 2.3 

合計 182,776 ＋ 19.1 



同時5軸加工において指令を簡単にし加工面をより滑らかにできる5軸ナノスムージング機能や5軸NURBS機能、

また傾いた加工面への加工を容易に指令できる傾斜面加工等、5軸加工機能の高度化に力を入れました。 

  

 サーボモータ 

サーボ２軸一体型のコンパクトなサーボアンプβiＳＶ、小容量アンプで大トルクを出力するＡＣスピンドルモ
ータβiＩｐシリーズなどをラインナップに追加し、価格競争力をさらに向上させました。 

  

ＦＡ部門の研究開発費は、44億77百万円となりました。 

  

②ロボット部門 

ＣＮＣとサーボモータを核にして、知能ロボットのレベルアップのための開発に精力的に取り組んでいます。 

具体的には、バラ積み取出し機能の強化など知能化機能の拡充と強化のための開発を行いました。これにより、従

来、ロボット化が困難とされていた生産現場のロボット化の促進に大きく貢献しました。さらに、知能化機能を活用

したビジョンシフトやビジョンマスタリングにより、ロボットシステムの立上時間の大幅な短縮も実現しました。ロ

ボットプログラムの作成を簡易化し、ロボット動作の事前シミュレーションを可能としたロボガイドでは、知能ロボ

ットの設置・教示を最適化するオフライン機能の開発に注力しました。  

特に、商品シリーズのうち、高信頼性と高性能が評価され広く使用されています万能知能ロボットR-2000iにおきま
しては、高速動作時でもロボットの振動を最小限に抑える最先端の振動制御技術を導入することで、動作性能をさら

に向上させました。強化された知能化機能と高い品質・性能でR-2000iの使用範囲が一段と拡大しました。 
また、今中間期におきましては、手首可搬能力を大幅に向上させた可搬質量50kgの中型ハンドリングロボットの開

発に加え、食品・医薬品市場で要求される高速ハンドリング動作を実現する小型高速ハンドリングロボットを開発す

るなど、商品シリーズの拡充に努めました。 

これにより、今後、自動車業界のみならずマテハン分野においてもファナックロボットの導入促進が期待されま

す。 

ロボット部門の研究開発費は、21億76百万円となりました。 

  

③ロボマシン部門 

ＣＮＣとサーボモータを核にして、ロボショット（電動射出成形機）、ロボカット（ワイヤカット放電加工機）、

ロボドリル（ＣＮＣドリル）、ロボナノ（超精密ナノ加工機）、レーザなどの研究開発を行っています。 

ロボショットにつきましては、新開発の高剛性機構部と最新のＣＮＣシリーズ310iS、ならびに成形品取出装置
FANUC SR Mateを組み合わせ、精密成形能力を大幅に向上させたS-2000iBシリーズを開発しました。これにより、さら
に高精度で安定した成形が可能となりました。 

ロボカットにつきましては、最上位機種として、ＸＹＵＶ軸に当社標準のリニアモータを搭載して高精度化を実現

したファナック ロボカット α-0iCpを開発しました。リニアモータにより、滑らかな軸送りが可能となり、放電ギャ
ップが均一化し、その結果、さらに面粗さが向上しました。また、リニアモータの直接駆動により高い応答性が得ら

れ、微細精密加工の輪郭形状精度が大幅に向上しました。精密金型のより一層の高精度化に貢献します。 

ロボドリルにつきましては、当社の最新の同期ビルトインサーボモータを用いた回転テーブルDDR260iを開発し、さ
らに高速位置決めと高精度加工が可能となりました。 

ロボナノにつきましては、当社の最新のリニアモータ、同期ビルトインサーボモータを搭載することにより、高性

能で高信頼性の超精密５軸ナノ加工機ファナック ロボナノ α-0iBを開発しました。この新型ナノ加工機は、超精密ナ
ノ加工をより身近なものにし、超精密加工の生産分野での精度および生産性の向上に大きく貢献します。なお、同機

種についてまとめた論文により、フジサンケイビジネスアイ主催の「第19回先端技術大賞」の企業部門トップ賞であ

る「経済産業大臣賞」を受賞しました。 

レーザにつきましては、前中間期のY4400LDi モデルAに引き続き、自動車業界で大きな需要が期待される半導体レ
ーザ励起YAGレーザ発振器Y3300LDi モデルAを開発しました。 
20,000時間の寿命保証を実現した信頼性の高い半導体レーザモジュールによって、従来のランプ励起YAGレーザ発振

器と比較して、大幅なランニングコストの削減が期待できます。 

ロボマシン部門の研究開発費は、14億76百万円となりました。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

新設 

  

  

会社名 
事業所名 

所在地 設備の内容 

投資予定額

資金調達方法

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力総額 

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

ファナック
株式会社 

山梨県忍野
村 

生産設備等 7,440 － 自己資金
平成17年
10月 

平成18年
３月 

－ 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 239,508,317 239,508,317
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
関係に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 239,508,317 239,508,317 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 239,508 ― 69,014 ― 96,057



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注)  １ 所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社14,059千株および日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会社13,857千株です。 

２ 当社名義の株式25,305千株につきましては、上記の表には含めておりません。 
３ キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーから平成17年４月４日付で大量保有報告書（変更報告
書）の提出があり、平成17年3月31日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として実
質所有株式数の確認ができないので、上記大株主には含めておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の
内容は次のとおりであります。 

    大量保有者（共同保有者）      キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその
関連会社４社 

    保有株式数              24,081千株   
    発行済株式総数に対する保有割合    10.05％ 

  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番
１号 

18,623 7.78 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 14,059 5.87 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 13,857 5.79 

富士電機ホールディングス株式会
社 

神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 10,617 4.43 

ザ チェース マンハッタン バ
ンク エヌエイ ロンドン（常任
代理人株式会社みずほコーポレー
ト銀行兜町証券決済業務室） 

英国・ロンドン 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
9,240 3.86 

ステート ストリート バンク  
アンド トラスト カンパニー５
０５１０３（常任代理人株式会社
みずほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

米国・ボストン 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）  
5,759 2.40 

ステート ストリート バンク  
アンド トラスト カンパニー
（常任代理人株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室） 

米国・ボストン 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）  
5,279 2.20 

バ－クレイズ バンク ピ－エル
シ－ カストデイ－ アカウント
（常任代理人スタンダードチャー
タード銀行） 

英国・ロンドン 
（東京都千代田区永田町２丁目11番１号） 

3,142 1.31 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキ
ュリティーズ（ジャパン）リミテ
ッド 

東京都千代田区大手町１丁目７番２号 2,777 1.16 

ジエ－ピ－エムシ－ビ－ ユ－エ
スエ－ レジデンツ ペンシヨン 
ジヤスデツク レンド ３８５０
５１（常任代理人株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済業
務室） 

米国・ニューヨーク 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
2,508 1.05 

計 ― 85,866 35.85 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式4,800株(議決権の数48個)が含まれておりま

す。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個)あります。当該株式数

は、上記①[発行済株式]の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場であります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
普通株式 

25,321,300 
―

権利関係に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

212,642,400 
2,126,424 同上 

単元未満株式 
普通株式 

1,544,617 
― 同上 

発行済株式総数 239,508,317 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,126,424 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
ファナック株式会社 

山梨県南都留郡忍野村忍草
字古馬場3580番地 

25,305,100 ― 25,305,100 10.56

(相互保有株式) 
ファナック  
マグトロニクス株式会社 

神奈川県座間市東原４丁目
２番２号 

16,200 ― 16,200 0.01

計 ― 25,321,300 ― 25,321,300 10.57

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 6,960 6,790 7,080 8,000 8,450 9,460

最低(円) 6,160 6,140 6,500 6,960 7,680 8,140

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 － 取締役 － 二瓶 亮 平成17年8月3日 



  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成 

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし

書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

    

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大 

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし書き

により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

現金及び預金    433,438 417,601   391,283 

受取手形及び売掛金    77,165 90,766   88,121 

棚卸資産    53,424 62,388   60,500 

繰延税金資産    13,493 16,371   15,488 

その他    4,150 5,737   4,554 

貸倒引当金    △2,975 △3,315   △3,310 

流動資産合計    578,696 72.1 589,549 70.1   556,638 69.6

Ⅱ 固定資産          

有形固定資産 ※１        

建物及び構築物    57,517 65,572   57,102 

機械装置及び 
運搬具    13,871 14,476   14,694 

土地    98,274 103,080   102,865 

その他    7,018 9,819   18,153 

有形固定資産合計    176,681 192,949   192,816 

無形固定資産    992 1,728   1,703 

投資その他の資産          

投資有価証券    42,208 53,512   45,444 

その他    3,726 2,852   2,998 

貸倒引当金    △34 △21   △25 

投資その他の資産 
合計    45,899 56,343   48,417 

固定資産合計    223,573 27.9 251,021 29.9   242,937 30.4

資産合計    802,270 100.0 840,571 100.0   799,575 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

支払手形及び買掛金    16,733 18,226   17,582 

未払法人税等    22,929 27,516   31,311 

アフターサービス 
引当金    4,022 4,858   4,692 

その他    21,708 25,080   28,083 

流動負債合計    65,394 8.1 75,682 9.0   81,670 10.2

Ⅱ 固定負債          

退職給付引当金    18,454 17,350   18,415 

役員退職慰労引当金    1,173 1,392   1,294 

その他    915 3,893   1,205 

固定負債合計    20,543 2.6 22,636 2.7   20,915 2.6

負債合計    85,938 10.7 98,318 11.7   102,585 12.8

           

(少数株主持分)          

少数株主持分    3,579 0.4 18,594 2.2   17,980 2.3

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    69,014 8.6 69,014 8.2   69,014 8.6

Ⅱ 資本剰余金    96,205 12.0 96,212 11.4   96,211 12.0

Ⅲ 利益剰余金    641,590 80.0 713,414 84.9   676,637 84.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    369 0.0 2,374 0.3   1,081 0.2

Ⅴ 為替換算調整勘定    △11,423 △1.4 △3,651 △0.4   △10,627 △1.3

Ⅵ 自己株式    △83,003 △10.3 △153,705 △18.3   △153,308 △19.2

資本合計    712,752 88.9 723,658 86.1   679,008 84.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計    802,270 100.0 840,571 100.0   799,575 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    153,482 100.0 182,776 100.0   330,345 100.0

Ⅱ 売上原価    77,653 50.6 90,772 49.7   169,952 51.4

売上総利益    75,828 49.4 92,004 50.3   160,393 48.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  19,236 12.5 22,001 12.0   40,183 12.2

営業利益    56,592 36.9 70,002 38.3   120,210 36.4

Ⅳ 営業外収益          

受取利息   729   1,195 1,810   

持分法による 
投資利益   1,363   2,119 574   

為替差益   1,390   ― 1,251   

雑収益   1,313 4,795 3.1 1,097 4,412 2.4 2,367 6,003 1.8

Ⅴ 営業外費用          

売上割引   168   208 375   

固定資産売廃却損   146   42 262   

雑損失   390 705 0.5 172 423 0.2 801 1,440 0.4

経常利益    60,682 39.5 73,991 40.5   124,773 37.8

税金等調整前中間 
(当期)純利益    60,682 39.5 73,991 40.5   124,773 37.8

法人税、住民税 
及び事業税   23,223   27,606 49,743   

法人税等調整額   △465 22,758 14.8 1,212 28,818 15.8 △1,457 48,286 14.7

少数株主利益    318 0.2 1,397 0.8   722 0.2

中間(当期)純利益    37,605 24.5 43,774 23.9   75,764 22.9

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   96,205 96,211   96,205

Ⅱ 資本剰余金増加高     

   自己株式処分差益 ― ― 0 0 5 5

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  96,205 96,212   96,211

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   603,490 676,637   603,490

Ⅱ 利益剰余金増加高     

    中間(当期)純利益 37,605 43,774 75,764 

    連結子会社の増加に 
   伴う剰余金増加高 

3,552 41,158 ― 43,774 3,597 79,361

Ⅲ 利益剰余金減少高     

     配当金 2,690 6,641 5,828 

     役員賞与 225 315 225 

     連結子会社の増加に 
   伴う剰余金減少高 

123 ― 123 

     その他 18 3,057 40 6,997 37 6,214

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  641,590 713,414   676,637

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 60,682 73,991 124,773

減価償却費  4,274 5,003 8,993

貸倒引当金の増加額  349 27 311

退職給付引当金の減少額  △422 △1,073 △1,360

受取利息及び受取配当金  △828 △1,449 △2,407

持分法による投資利益  △1,363 △2,119 △574

売上債権の増加額  △7,414 △3,227 △16,718

棚卸資産の増加額  △6,822 △1,532 △7,817

仕入債務の増減額  471 △799 408

その他  △62 △1,560 6,013

小計  48,863 67,259 111,623

利息及び配当金の受取額  1,180 1,938 2,738

法人税等の支払額  △22,940 △32,000 △42,114

その他  △1 98 △150

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 27,101 37,295 72,096

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産 
の取得による支出 

 △5,076 △6,569 △21,791

投資有価証券の取得による
支出 

 △3,778 △44 △7,189

その他  289 △181 394

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △8,565 △6,795 △28,585



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

自己株式の取得による支出  △162 △376 △70,501

配当金の支払額  △2,688 △ 6,662 △5,825

その他  △0 △276 1

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,851 △7,315 △76,324

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 919 3,118 3,036

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 16,603 26,303 △29,778

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 411,997 391,082 411,997

Ⅶ 連結子会社の増加に伴う 
現金及び現金同等物の 
増加高 

 4,648 ― 8,863

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 433,249 417,386 391,082

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

連結子会社は29社であり、
その主なものは以下のとお
りであります。 
FANUC Robotics  

America, Inc. 
 とその連結子会社３社 
 FANUC Robotics  

Europe S.A. 
とその連結子会社５社 
FANUC KOREA  

CORPORATION 
FANUC TAIWAN LIMITED 
FANUC AMERICA  

CORPORATION 
FANUC ROBOMACHINE 

EUROPE SALES GmbH 
FANUC INDIA PRIVATE 

 LIMITED 
FANUC EUROPE 

 SERVICE GmbH 
とその連結子会社７社 
ファナックFAサービス
株式会社 
ファナックロボットサ
ービス株式会社 
ファナックレーザサー
ビス株式会社 
ファナックパートロニ
クス株式会社 
ファナックサーボ株式会
社 
ファナックDDモータ株式
会社 

連結子会社は41社であり、
その主なものは以下のとお
りであります。 
 FANUC Robotics  

America, Inc. 
 とその連結子会社３社 
 FANUC Robotics  

Europe S.A. 
 とその連結子会社６社 
GE  Fanuc  Automation 
CNC Europe S.A. 

とその連結子会社９社 
FANUC KOREA  

CORPORATION 
FANUC TAIWAN LIMITED 
FANUC AMERICA  

CORPORATION 
FANUC EUROPE 

 SERVICE GmbH 
とその連結子会社７社 
FANUC ROBOMACHINE 
EUROPE SALES GmbH 

  とその連結子会社１社 
FANUC INDIA PRIVATE 

 LIMITED 
ファナックFAサービス株
式会社 
ファナックロボットサー
ビス株式会社 
ファナックレーザサービ
ス株式会社 
 ファナックサーボ株式会
社 
 ファナックパートロニク
ス株式会社 
 ファナックDDモータ株式
会社 

 連結子会社は40社であり
ます。主要な連結子会社名
は、「第１  企業の概況 
４ 関係会社の状況」に記
載しているため省略してお
ります。 
  
 この内、GE Fanuc Autom 
ation CNC Europe S.A.と
その連結子会社９社、 
FANUC  EUROPE  SERVICE 
GmbHとその連結子会社７
社、ファナックレーザサー
ビス株式会社及びファナッ
クDDモータ株式会社は、当
連結会計年度より新規に連
結子会社としております。 
 なお、子会社のうちファ
ナック機電株式会社他は連
結の範囲に含まれておりま
せん。 
 これら非連結子会社の総
資産、売上高、当期純損益
(持分に見合う額)および利
益剰余金(持分に見合う額)
等はいずれも夫々小規模で
あり、全体としても連結財
務諸表に重要な影響を及ぼ
しておりません。 
  

  FANUC  EUROPE  SERVICE 
GmbH他10社は、その重要
性が高まったため当中間
連結会計期間より新規に
連結子会社としておりま
す。 
なお、子会社のうちファ
ナック機電株式会社他は連
結の範囲に含まれておりま
せん。 

FANUC ROBOMACHINE 
DEUTSCHLAND GmbHについ
ては、当中間連結会計期間
において新たに設立したた
め、連結の範囲に含めてお
ります。 
なお、子会社のうちファ
ナック機電株式会社他は連
結の範囲に含まれておりま
せん。 

  

   これら非連結子会社の総
資産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び利益
剰余金(持分に見合う額)等
はいずれも夫々小規模であ
り、全体としても中間連結
財務諸表に重要な影響を及
ぼしておりません。 

これら非連結子会社の総
資産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び利益
剰余金(持分に見合う額)等
はいずれも夫々小規模であ
り、全体としても中間連結
財務諸表に重要な影響を及
ぼしておりません。 

  

２ 持分法の適用に関
する事項 

 非連結子会社及び関連会
社のうち、関連会社  GE 
Fanuc Automation 
Corporation及びBEIJING-
FANUC Mechatronics CO., 

 非連結子会社及び関連会
社のうち、関連会社  GE 
Fanuc Automation 
Corporation及びBEIJING-
FANUC Mechatronics CO., 

 非連結子会社及び関連会
社のうち、関連会社  GE 
Fanuc Automation 
Corporation及びBEIJING-
FANUC Mechatronics CO., 



  

LTD.について持分法を適用
しております。 

LTD.について持分法を適用
しております。 

LTD.の２社について持分法
を適用しております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   適用外の非連結子会社

(ファナック機電株式会社

他)及び関連会社(ファナッ

クマグトロニクス株式会社

他)の中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも夫々小規模であり、全

体としても中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

おりません。 

 適用外の非連結子会社

(ファナック機電株式会社

他)及び関連会社(ファナッ

クマグトロニクス株式会社

他)の中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも夫々小規模であり、全

体としても中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

おりません。 

 適用外の非連結子会社

(ファナック機電株式会社

他)および関連会社(ファナ

ックマグトロニクス株式会

社他)の当期純損益(持分に

見合う額)および利益剰余

金(持分に見合う額)等はい

ずれも夫々小規模であり、

全体としても連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてお

りません。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は、６月30日であります。

連結にあたっては、連結子

会社の中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しており

ます。ただし、中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、

12月31日であります。連結

にあたっては、連結子会社

の決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただ

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ）有価証券 

   その他有価証券 

    (時価のあるもの) 

     中間決算日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定) 

1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ）有価証券 

   その他有価証券 

    (時価のあるもの) 

同左 

1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ）有価証券 

   その他有価証券 

    (時価のあるもの) 

     期末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は全

部資本直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

      (時価のないもの) 

     移動平均法によ

る原価法 

    (時価のないもの) 

同左 

    (時価のないもの) 

同左 

   ロ）棚卸資産 

   主として個別法およ

び総平均法による原価

法であります。 

 ロ）棚卸資産 

同左 

 ロ）棚卸資産 

同左 

  2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 イ）有形固定資産 

   主として定率法によ

っております。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社について

は、平成10年４月１日

以降に取得した建物

(附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用

しております。 

2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 イ）有形固定資産 

同左 

2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 イ）有形固定資産 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ロ）無形固定資産 

   主として定額法によ

っております。 

 ロ）無形固定資産 

   定額法を採用してお

ります。なお、自社利

用のソフトウェアにつ

いては、社内における

利用可能期間（5年）

に基づく定額法を採用

しております。 

 ロ）無形固定資産 

同左 

  3) 重要な引当金の計上基

準 

 イ）貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に

回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上

しております。 

3) 重要な引当金の計上基

準 

 イ）貸倒引当金 

同左 

3) 重要な引当金の計上基

準 

 イ）貸倒引当金 

同左 

   ロ）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。 

   過去勤務債務につい

ては、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(10年)による定額法に

より費用処理しており

ます。 

   数理計算上の差異に

ついては、各連結会計

年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)

による定額法により翌

連結会計年度から費用

処理することとしてお

ります。 

 ロ）退職給付引当金 

同左 

 ロ）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)によ

る定額法により費用処

理しております。 

   数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10

年)による定額法によ

り翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   ハ）役員退職慰労引当金 

   役員の退職に際し退

職慰労金の支出に備え

るため、当社及び国内

連結子会社は役員退職

慰労金支給内規による

中間期末要支給額を計

上しております。 

 ハ）役員退職慰労引当金 

同左 

 ハ）役員退職慰労引当金 

   役員の退職に際し退

職慰労金の支出に備え

て、当社及び国内連結

子会社は役員退職慰労

金支給内規による期末

要支給額を計上してお

ります。 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 



  
  

  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日) 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ニ）アフターサービス引

当金 

   当社商品のアフター

サービス費用の発生額

を売上高と期間対応さ

せるために、過去の実

績値を勘案し計上して

おります。 

 ニ）アフターサービス引

当金 

当社商品のアフター

サービス費用の発生額

を売上高と期間対応さ

せるため過去の実績値

を勘案し計上しており

ます。また、特定の案

件については個別に必

要見込額を検討して計

上しております。 

 ニ）アフターサービス引

当金 

     同左 

  4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。な

お、在外子会社等の資産

及び負債は、中間決算日

の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により

円貨に換算し、為替差額

は資本の部における為替

換算調整勘定に含めてお

ります。 

4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

同左 

4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。なお、

在外子会社等の資産及び

負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換

算し、為替差額は資本の

部における為替換算調整

勘定に含めております。 

  5) 重要なリース取引の処

理方法 

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

  消費税等の会計処理の

方法 

  税抜方式によっており

ます。 

6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

  消費税等の会計処理の

方法 

同左 

6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  

  消費税等の会計処理の

方法 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 



  

表示方法の変更 

  

  

  

至 平成16年９月30日) 至 平成17年９月30日) 至 平成17年３月31日) 

――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より固定資産
の減損に係る会計基準（「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」（企業会計審議会 平成
14年8月9日））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第6号 平成15年
10月31日）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 

―――――――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(中間連結損益計算書) 

１ 前中間連結会計期間において「雑損失」に含めて表

示しておりました「売上割引」(前中間連結会計期間118

百万円)は、金額の重要性が増したため、当中間連結会

計期間においては独立掲記しております。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券の取得による支出」(前中間連結会計期

間△114百万円)は、金額の重要性が増したため、当中間

連結会計期間においては独立掲記しております。 

(中間連結損益計算書) 

1  前中間連結会計期間において独立掲記しておりまし

た「為替差益」（当中間連結会計期間284百万円）は、

営業外収益総額の100分の10以下であるため、当中間連

結会計期間においては「雑収益」に含めて表示しており

ます。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

136,825百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

144,681百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

140,452百万円 

 ２ 保証債務は、従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で769百万

円であります。 

 ２ 保証債務は、従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で670百万

円であります。 

 ２ 保証債務は、従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で727百万

円であります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとおり

であります。 

  従業員給料 
及び手当 

5,276百万円

  荷造費及び運賃 2,516百万円
アフターサービ

ス引当金繰入額 
1,123百万円  

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとおり

であります。 

  従業員給料 
及び手当 

6,748百万円

  荷造費及び運賃 2,818百万円

    

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとおり

であります。 

従業員給料 
及び手当 

11,117百万円

荷造費及び運賃 5,243百万円

アフターサービー

ス引当金繰入額 
1,995百万円



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成16年９月30日) 

現金及び 
預金勘定 

433,438百万円

預入期間が 
３か月を 
超える定期預金 

△189百万円

現金及び 
現金同等物 

433,249百万円

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成17年９月30日) 

現金及び 
預金勘定 

417,601百万円

預入期間が 
３か月を 
超える定期預金

△215百万円

現金及び 
現金同等物 

417,386百万円

 １ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成17年３月31日) 

  
  
   

現金及び 
預金勘定 

391,283百万円

預入期間が 
３か月を 
超える定期預金 

△200百万円

現金及び 
現金同等物 

391,082百万円

    



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具 

91 64 27

有形固定 
資産 
「その他」 

1,999 1,350 649

合 計 2,091 1,415 676

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具 

85 57 27

有形固定 
資産 
「その他」 

1,162 880 281

合 計 1,247 937 309

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具 

85 49 35

有形固定
資産 
「その他」

1,665 1,228 436

合 計 1,750 1,277 472

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定し

ております。 

 (注)    同左  (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込

み法」により算定しておりま

す。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 377百万円

１年超 299百万円

合計 676百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 184百万円

１年超 124百万円

合計 309百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 279百万円

１年超 192百万円

合計 472百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込

み法」により算定しておりま

す。 

 (注)    同左  (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」によ

り算定しております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 287百万円

(減価償却費相当額) 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 162百万円

(減価償却費相当額) 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 504百万円

(減価償却費相当額) 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

       同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

       同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 223百万円

１年超 716百万円

合計 940百万円

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 501百万円

１年超 948百万円

合計 1,449百万円

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 399百万円

１年超 958百万円

合計 1,358百万円



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

(当中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 4,254 4,870 616

合計 4,254 4,870 616

  
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,120

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 4,254 8,212 3,957

合計 4,254 8,212 3,957

  
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 1,122



(前連結会計年度末)(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間) 

当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。 

(当中間連結会計期間) 

当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。 

(前連結会計年度) 

当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。 

  

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 4,254 6,056 1,802

合計 4,254 6,056 1,802

  
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 1,121



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当社の商品はCNCシステムとその応用商品であり、いずれもCNCシステム技術をベースにしており、その用途も自動

化による生産システムに使用されるものであります。当社はこれらの商品およびそれらを組み合わせたシステムを提

供する総合メーカーとして、単一業種の事業活動を営んでおります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ 

アジア：韓国、台湾、インド 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ 

アジア：韓国、台湾、インド 

  

  
日本
(百万円) 

アメリカ 
(百万円) 

ヨーロッパ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

87,921 26,595 12,556 26,407 153,482 ― 153,482

(2) セグメント間の内部 
売上高 

37,420 1,086 399 105 39,012 △39,012 ―

計 125,342 27,682 12,956 26,513 192,494 △39,012 153,482

営業費用 78,202 25,264 11,160 21,708 136,335 △39,445 96,890

営業利益 47,140 2,417 1,796 4,805 56,159 432 56,592

  
日本
(百万円) 

アメリカ 
(百万円) 

ヨーロッパ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

91,525 30,340 29,083 31,826 182,776 ― 182,776

(2) セグメント間の内部 
売上高 

53,169 947 476 125 54,719 △54,719 ―

計 144,695 31,288 29,560 31,951 237,496 △54,719 182,776

営業費用 86,817 28,205 25,492 25,234 165,750 △52,975 112,774

営業利益 57,878 3,083 4,067 6,717 71,745 △1,743 70,002



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ 

アジア：韓国、台湾、インド 

  

  
日本
(百万円) 

アメリカ 
(百万円) 

ヨーロッパ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

185,834 55,937 29,021 59,551 330,345 ― 330,345

(2) セグメント間の内部 
売上高 

78,575 3,444 625 223 82,869 △82,869 ―

計 264,410 59,381 29,647 59,775 413,215 △82,869 330,345

営業費用 163,008 54,803 25,920 48,671 292,403 △82,267 210,135

営業利益 101,401 4,578 3,727 11,104 120,812 △601 120,210



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア 

アジア：韓国、台湾、中国、マレーシア、インド、シンガポール 

その他の地域：オーストラリア 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア 

アジア：韓国、台湾、中国、マレーシア、インド、シンガポール 

その他の地域：オーストラリア 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア 

アジア：韓国、台湾、中国、マレーシア、インド、シンガポール 

その他の地域：オーストラリア 

  

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 32,126 23,084 39,310 1,205 95,726

Ⅱ 連結売上高(百万円)     153,482

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

20.9 15.0 25.6 0.9 62.4

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 37,157 28,445 49,734 929 116,267

Ⅱ 連結売上高(百万円)     182,776

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

20.3 15.6 27.2 0.5 63.6

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 66,411 49,255 87,074 2,207 204,949

Ⅱ 連結売上高(百万円)     330,345

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

20.1 14.9 26.3 0.7 62.0



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  
  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 3,179円66銭 １株当たり純資産額 3,378円37銭 １株当たり純資産額 3,167円70銭

１株当たり中間純利益 
金額 

167円75銭
１株当たり中間純利益
金額 

204円33銭
１株当たり当期純利益 
金額 

339円09銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

中間(当期)純利益(百万円) 37,605 43,774 75,764

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 315

(うち利益処分による役員賞与金) ― ― (315)

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円) 37,605 43,774 75,449

普通株式の期中平均株式数(千株) 224,171 214,233 222,506

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

現金及び預金   371,874   335,839 314,803   

受取手形   26,927   28,405 30,179   

売掛金   26,342   30,373 27,704   

棚卸資産   34,107   36,367 34,377   

その他 ※２ 9,097   10,651 9,530   

貸倒引当金   △2,251   △2,215 △2,218   

流動資産合計    466,097 64.8 439,423 61.5   414,377 60.2

Ⅱ 固定資産          

有形固定資産 ※１        

建物   46,055   52,820 44,665   

土地   92,242   96,020 95,997   

その他   21,561   24,649 32,981   

有形固定資産合計   159,859   173,490 173,645   

無形固定資産   711   836 770   

投資その他の資産          

投資有価証券   5,987   9,330 7,174   

関係会社株式   75,900   82,312 82,267   

その他   11,089   9,077 10,505   

貸倒引当金   △34   △21 △27   

投資その他の資産 
合計   92,942   100,698 99,920   

固定資産合計    253,513 35.2 275,025 38.5   274,335 39.8

資産合計    719,611 100.0 714,448 100.0   688,712 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

買掛金   13,303   13,390 11,822   

未払金   4,346   5,562 7,405   

未払法人税等   19,591   22,776 25,923   

アフターサービス 
引当金   2,187   1,725 1,910   

その他   3,941   4,633 4,114   

流動負債合計    43,371 6.0 48,088 6.7   51,176 7.4

Ⅱ 固定負債          

退職給付引当金   16,200   14,510 15,676   

役員退職慰労引当金   1,162   1,387 1,290   

固定負債合計    17,363 2.4 15,897 2.3   16,966 2.5

負債合計    60,735 8.4 63,985 9.0   68,143 9.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    69,014 9.6 69,014 9.7   69,014 10.0

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金   96,057   96,057 96,057   

その他資本剰余金   ―   6 5   

資本剰余金合計    96,057 13.3 96,063 13.4   96,062 13.9

Ⅲ 利益剰余金          

利益準備金   8,251   8,251 8,251   

任意積立金   531,519   581,522 531,519   

中間(当期)未処分 
利益   36,667   46,941 67,947   

利益剰余金合計    576,438 80.1 636,715 89.1   607,719 88.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    369 0.1 2,374 0.3   1,081 0.2

Ⅴ 自己株式    △83,003 △11.5 △153,705 △21.5   △153,308 △22.2

資本合計    658,876 91.6 650,463 91.0   620,569 90.1

負債及び資本合計    719,611 100.0 714,448 100.0   688,712 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    123,014 100.0 140,278 100.0   258,693 100.0

Ⅱ 売上原価    66,715 54.2 75,309 53.7   139,089 53.8

売上総利益    56,299 45.8 64,968 46.3   119,604 46.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    11,673 9.5 11,632 8.3   22,590 8.7

営業利益    44,626 36.3 53,336 38.0   97,014 37.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,496 3.6 4,807 3.4   8,199 3.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  516 0.4 325 0.2   1,201 0.5

経常利益    48,606 39.5 57,818 41.2   104,012 40.2

税引前中間(当期) 
純利益    48,606 39.5 57,818 41.2   104,012 40.2

法人税、住民税 
及び事業税   19,030   21,852 40,599   

法人税等調整額   △565 
  18,464 15.0 12 21,865 15.6 △1,146 39,452 15.2

中間(当期)純利益    30,141 24.5 35,953 25.6   64,559 25.0

前期繰越利益    6,525 10,988   6,525 

中間配当額    － －   3,138 

中間(当期)未処分 
利益    36,667 46,941   67,947 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社および関連会社

株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

  子会社および関連会社

株式 

同左 

(1) 有価証券 

  子会社および関連会社

株式 

同左 

    その他有価証券 

   (時価のあるもの) 

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

  その他有価証券 

   (時価のあるもの) 

同左 

  その他有価証券 

   (時価のあるもの) 

    期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

     (時価のないもの) 

    移動平均法による

原価法 

   (時価のないもの) 

同左 

   (時価のないもの) 

同左 

  (2) 棚卸資産 

  製品：個別法及び総平

均法による原価法 

  仕掛品：個別法及び総

平均法による原価法 

  材料：最終仕入原価法 

  貯蔵品：先入先出法に

よる原価法 

(2) 棚卸資産 

同左 

(2) 棚卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、平成

10年４月１日以降に取得

した建物(附属設備を除

く)については定額法)を

採用しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間

末において発生している

と認められる額を計上し

ております。 

  過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)によ

る定額法により費用処理

しております。 

  数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法に

より翌事業年度から費用

処理することとしており

ます。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に

基づき、計上しておりま

す。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法

により費用処理しており

ます。 

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

ております。 

  (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職に際し退職

慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金支給

内規による中間期末要支

給額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職に際し退職

慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金支給

内規による当会計年度末

要支給額を計上しており

ます。 

  (4) アフターサービス引当

金 

  当社商品のアフターサ

ービス費用の発生額を売

上高と期間対応させるた

めに、過去の実績値を勘

案し計上しております。 

(4) アフターサービス引当

金 

  当社商品のアフターサ

ービス費用の発生額を売

上高と期間対応させるた

めに、過去の実績値を勘

案し計上しております。

また、特定の案件につい

ては個別に必要見込額を

検討して計上しておりま

す。 

(4) アフターサービス引当

金 

同左 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より固定資産の減
損に係る会計基準（「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意
見書」（企業会計審議会 平成14年8
月9日））及び「固定資産の減損に係
る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第6号 平成15年10月31
日）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はあ
りません。 

  

――――――――― 

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減

価償却累計額 
126,105百万円 130,696百万円 127,612百万円 

※２ 消費税等 仮払消費税等および仮受消

費税等は相殺し、相殺後の

金額は流動資産「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

同左 ―――――― 

 ３ 偶発債務 

   保証債務 

保証債務は従業員住宅ロー

ンに対する保証債務で   

769百万円であります。 

保証債務は従業員住宅ロー

ンに対する保証債務で   

670百万円であります。 

保証債務は従業員住宅ロー

ンに対する保証債務で   

727百万円であります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主

要項目 
      

   受取利息 232百万円 354百万円 555百万円 

   受取配当金 2,105百万円 3,319百万円 4,922百万円 

   為替差益 1,386百万円 ――― 1,173百万円 

※２ 営業外費用の主

要項目 
      

   売上割引 168百万円 208百万円 373百万円 

 ３ 減価償却実施額       

   有形固定資産 3,532百万円 3,716百万円 7,450百万円 

   無形固定資産 98百万円 131百万円 201百万円 

   合計 3,631百万円 3,848百万円 7,651百万円 



(リース取引関係) 

  

  

  

  

  

  

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定 
資産 
「その他」 

2,023 1,366 657

合 計 2,023 1,366 657

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定 
資産 
「その他」 

1,200 899 301

合 計 1,200 899 301

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産 
「その他」

1,686 1,226 459

合 計 1,686 1,226 459

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定し

ております。 

 (注)    同左  (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込

み法」により算定しておりま

す。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 364百万円

１年超 292百万円

合計 657百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 179百万円

１年超 122百万円

合計 301百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 270百万円

１年超 189百万円

合計 459百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

 (注)    同左  (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定して

おります。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 276百万円

(減価償却費相当額) 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 157百万円

(減価償却費相当額) 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 486百万円

(減価償却費相当額) 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

       同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

       同左 



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

平成17年10月28日開催の取締役会において、平成17年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された

株主に対し第37期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)中間配当を次のとおり行う旨決議いたしまし

た。 

  

中間配当金 １株につき31円 総額 6,640,298,735円 

支払請求権の効力発生日 
並びに支払開始日 

平成17年12月1日   



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 

  

  

  
(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 
事業年度 
(第36期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出 

  (2) 臨時報告書 

  
  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主に異

動が生じた場合）に基づく臨時報告書を平成17年４月６日に関東財務

局長に提出 

  
(3) 自己株券買付状況

報告書 
  平成17年４月11日、平成17年５月11日、平成17年６月２日、

平成17年７月１日関東財務局長に提出 



独立監査人の中間監査報告書 
平成16年12月24日

ファナック株式会社 
取締役会 御中 
  

  

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ファナック株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月

1日から平成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査

手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作

成基準に準拠して、ファナック株式会社及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上
  
  

新日本監査法人 

指 定 社 員 
公認会計士 柿塚  正勝 印 

業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 百井  俊次 印 
業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 米村  仁志 印 
業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
平成17年12月27日

ファナック株式会社 
取締役会 御中 
  

  

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ファナック株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月

1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査

手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作

成基準に準拠して、ファナック株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上
  
  

新日本監査法人 

指 定 社 員 
公認会計士 柿塚  正勝 印 

業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 百井  俊次 印 
業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 米村  仁志 印 
業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
平成16年12月24日

ファナック株式会社 
取締役会 御中 

  

  
当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ファナック株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1

日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、ファナック株式会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

新日本監査法人 

指 定 社 員 
公認会計士 柿塚  正勝 印 

業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 百井  俊次 印 
業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 米村  仁志 印 
業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
平成17年12月27日

ファナック株式会社 
取締役会 御中 

  

  
当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ファナック株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1

日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、ファナック株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

新日本監査法人 

指 定 社 員 
公認会計士 柿塚  正勝 印 

業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 百井  俊次 印 
業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 米村  仁志 印 
業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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